2018 年 3 月 1 日

メディア関係者各位

株式会社ホビーストック（HOBBY STOCK inc.）
URL: http://www.hobbystock.co.jp
住所：東京都墨田区千歳 3-18-5 YK ビル
電話：03-5625-5066
E-mail：ws@hobbystock.jp

株式会社ホビーストック企画商品 『Fate/Grand Order』 プレミアムクリスタル、マグカップ、バンダナ、バインダー
予約受付開始のお知らせ
株式会社ホビーストックは、本日 3 月 1 日より、下記弊社企画商品の予約受付を開始したことをお知らせいたします。
『Fate/Grand Order プレミアムクリスタル』3 種
『ぴくりる！ Fate/Grand Order マグカップ』10 種
『ぴくりる！ Fate/Grand Order バンダナ』3 種
『Fate/Grand Order バインダー カルデア』
全国のホビー・アニメショップ、WEB 通販サイトなどでお買い求めいただけます。

株式会社ホビーストック コーポレートサイト ： http://hobbystock.co.jp/
ホビーストック WEB ショップ「Fate/Grand Order」アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/fgo

■ 『Fate/Grand Order プレミアムクリスタル』3 種 商品詳細
『Fate/Grand Order』からプレミアムクリスタルが登場！
クリスタル内にキャラクターを 3D で彫刻！立体的に浮かぶ姿はとて
も幻想的です！
「シリアルナンバー入り（番号は選べません）」「専用収納箱」「LED ス
タンド付属」の豪華仕様です！

＜ラインナップ＞
セイバー/アルトリア・ペンドラゴン
シールダー/マシュ・キリエライト
ルーラー/ジャンヌ・ダルク

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。

■ 商品仕様
サイズ：高さ約 80mm×幅約 50mm×奥行約 50mm
素材：クリスタルガラス
付属：シリアルナンバー入り（番号は選べません）
専用収納箱
LED スタンド（電池は付属しておりません）
価格：各 7,148 円＋税

■ 発売月
2018 年 6 月

■ 『ぴくりる！ Fate/Grand Order マグカップ』10 種 商品詳細
『Fate/Grand Order』から、かわいいデフォルメのぴくりる！イラストを
使用したマグカップが登場です！

＜ラインナップ＞
マスター/主人公(女)魔術礼装カルデア ver.
シールダー/マシュ・キリエライト
セイバー/アルトリア・ペンドラゴン
マグカップ セイバー/アルトリア・ペンドラゴン[オルタ]
セイバー/ネロ・クラウディウス
アーチャー/エミヤ
キャスター/クー・フーリン
ルーラー/ジャンヌ・ダルク
ライダー/アレキサンダー
キャスター/諸葛孔明[エルメロイ II 世]

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。ご了承くだ
さい。

■ 商品仕様
サイズ：直径約 80mm×高さ約 95mm
素材：陶器
価格：各 1,500 円＋税

■ 発売月
2018 年 5 月

■ 『ぴくりる！ Fate/Grand Order バンダナ』3 種 商品詳細
『Fate/Grand Order』より、かわいいディフォルメのぴくりる！イラスト
を使用したバンダナが登場です！
バッグに巻いたり、ランチョンマットのように使ったり、ハンカチとしても
ご利用いただけます。
お気に入りのサーヴァント達と出かけよう！

＜ラインナップ＞
セイバー
アーチャー
ランサー

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。ご了承くだ
さい。

■ 商品仕様
サイズ：縦約 520mm×横約 520mm
素材：布製
価格：各 1,350 円＋税

■ 発売月
2018 年 5 月

■ 『Fate/Grand Order バインダー カルデア』商品詳細
『Fate/Grand Order』より、カルデアロゴでデザインされたバインダー
が登場！
2 穴リング式バインダーでコピー用紙がたっぷり 400 枚収容可能。
市販のリフィルシートを使って、トレーディングカードなどのグッズのコ
レクションにも使えます！

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。ご了承くだ
さい。

■ 商品仕様
サイズ：縦約 307mm×横約 255mm×背幅約 57mm（A4 タテ）
素材：紙、メタルパーツ
とじ具：2 穴 D リング
※本製品にはリフィルシートは付属しておりません
価格：1,500 円＋税

■ 発売月
2018 年 5 月

■ 「ぴくりる！Fate/Grand Order トレーディングカード 3 弾」プレゼントキャンペーン
ホビーストックで対象商品を購入された方にはもれなく、「ぴくりる！Fate/Grand
Order トレーディングカード 3 弾」が 1 枚付属します。
※商品名に（特典トレカ 3 弾付き）と書かれている商品が対象となります。
※対象商品 1 つ購入につき、全 3 種類のうちの 1 つがランダムで付属します。種類
は選べません。
サイズ：縦 89mm×横 63mm
素材：紙

■ 『ぴくりる！ Fate/Grand Order トレーディングアクリルキーホルダー vol.3』、『Fate/Grand Order マイクロフ
ァイバースポーツタオル』再販決定！
『ぴくりる！ Fate/Grand Order トレーディングアクリルキーホルダ
ー vol.3』、『Fate/Grand Order マイクロファイバースポーツタオ
ル』の再販が決定、予約受付を開始しました。
全国のホビー・アニメショップ、WEB 通販サイトなどでお買い求め
いただけます。

■ 発売元・販売元
株式会社ホビーストック
〒130-0025
東京都墨田区千歳 3-18-5
http://hobbystock.co.jp/

■ コピーライト
©TYPE-MOON / FGO PROJECT

≪本プレスリリースに関するお問い合わせ≫
株式会社ホビーストック（HOBBY STOCK inc.）
URL：

http://www.hobbystock.co.jp

住所：

東京都墨田区千歳 3-18-5 YK ビル

電話：

03-5625-5066

FAX：

03-5625-5088

E-mail： ws@hobbystock.jp
事業内容： ホビー商品の企画、製造、卸売り、小売
EC 業務に関するアウトソーシング
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